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Unit 3 [3]

Fair Trade Event Read and Think 1
教科書３８ページ

【１】新しい単語 new words
農場 farm ファーム ○

労働者 worker(s) ワーカー(ズ) ○・

選択 choice(s) チョイス ○

ちがい difference ディファランス ○・

貧しい poor プア ○

（価格が）低い low ロウ ○

十分な、必要なだけの enough イナフ ・○

不公平な、不当な unfair アンフェア ・○

買い物（用）の shopping ショッピン ○・

～で…を作る make ～ into … メイク イントゥー

～するのに十分な… enough … to ～ イナフ トゥー

変化をもたらす make a difference メイカ ディファランス

【２】本文の訳

ガーナはたくさんのカカオを生産しています。 Ghana produces a lot of cacao.
それはチョコレートに加工されます。 It's made into chocolate.
多くのカカオ農園労働者はとても貧しいです Many cacao farm workers are very poor
カカオは低い価格で売られているので。 because cacao is sold at a low price.
彼らは一生懸命働きます They work hard,
が、生きるために十分なお金を稼ぐことができません。but they can't earn enough money to live.
彼らは「不公平な」状況下で働いているのです。 They work under "unfair" conditions.
ガーナの多くの子どもたちは農場は働かなければなりません Many children in Ghana have to work on farms
彼らの家族を助けるために。 to help their families.
彼らの中には１度も学校に行ったことがない子どももいます。Some of them have never been to school.
フェアトレードはこのような問題を解決することができます。Fair trade can solve these problems.
もしあなたがフェアトレードのチョコレートを買えば If you buy fair trade chocolate,
より多くのお金が農園労働者のものになります。more money goes to the workers.
あなたの買い物の選択が変化をもたらすことができるのです。 Your shopping choice can make a difference.

【３】発音

Ghana produces a lot of cacao. It's made into chocolate. Many cacao farm workers
プラデュースィーズ クカウ チョカリ ファーム ワーカーズ

are very poor because cacao is sold at a low price. They work very hard,
プア ビカーズ クカウ ソウルド ロウ プライス ワーク ハード

but they can't earn enough money to live. They work under "unfair" conditions.
アーン イナフ アンフェアー カンディションズ

Many children in Ghana have to work on farms to help their families. Some of them
チルドレン ハフトゥー ファームズ ファムリーズ

have never been to school.
ネバー ビーン トゥー

Fair trade can solve these problems. If you buy fair trade chocolate, more money
フェアトゥレイド サルブ ð イーズ プラブレムズ モア マニー
goes to the workers. Your shopping choice can make a difference.

ワーカーズ チョイス ディファランス
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【４】内容読解の手がかり

Ghana produces a lot of cacao. ※ a lot of は数えられる名詞にも、数えられない名詞にも使える。
生産する 数えられない名詞 manyは数えられる名詞のみに使う

It’s made into chocolate. They make cacao into chocolate.
それは加工されてチョコレートになる 彼らはカカオからチョコレートを作ります。

Cacao is made into chocolate.
カカオは加工されてチョコレートになる。

Many cacao farm workers are very poor because cacao is sold at a low price.
売られる 低い価格で

They work hard, but they can’t make enough money to live.
かせぐ 生きていくために十分なお金

They work under “unfair” conditions.
「不公平な」状況の下で

Many children in Ghana have to work on farms to help their families.
働かなければならない 助けるために

Some of them have never been to school.
彼らのうちのいく人か ～に１度も行ったことがない

※ some ofは下のように「中には～もいる」のように訳すと、日本語らしい。
彼らの中には１度も学校に行ったことがない子どもたちもいる。

Fair trade can solve these problems.
解決することができる これらの問題

If you buy fair trade chocolate, more money goes to the workers.
より多くのお金 ～に与えられる、～のものとなる

※ moreはmuchの比較級
Your shopping choices can make a difference.

買い物の選択 変化をもたらす

【５】本読みの練習の成果をペアワークで確認しよう！

Ａ Ｂ

Ghana ( ) (a lot of) cacao. It's Ghana (produces) ( ) cacao. It's
( ) chocolate. Many cacao (made into) chocolate. Many cacao
farm workers are very (poor) because farm workers are very ( ) because
cacao ( ) at a (low) price. They cacao (is sold) at a ( ) price. They
work hard, but they can't ( ) work hard, but they can't (make)
(enough) money ( ). They work ( ) money (to live). They work
under ( ) conditions. under ("unfair") conditions.

Many children in Ghana (have to) Many children in Ghana ( )
work on farms ( ) their families. work on farms (to help) their families.
(Some of) them ( ) ( ) them (have never been to)
school. school.

Fair trade can (solve) these Fair trade can ( ) these
( ). If you (buy) fair trade (problems). If you ( ) fair trade
chocolate, ( ) goes to the chocolate, (more money) goes to the
workers. Your shopping (choices) can workers. Your shopping ( ) can
make a ( ). make a (difference).
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【６】ペアで行う True or False

(1) A lot of [ coffee / cacao ] is produced in Ghana.

(2) [ Cacao / Chocolate ] is made into [ chocolate / cacao ].

(3) Many cacao farm workers are very [ rich / poor ]

because cacao is sold at a [ high / low ] price.

(4) Cacao farm workers in Ghana work hard

[ and make a lot of money. / but they don't have a lot of money ].

(5) Cacao farm workers in Ghana work under [ fair / unfair ] conditions.

(6) Many children in Ghana [ have to / don't have to ] work on farms to help their

families.

【７】ペアで行う Questions and Answers

Questions Answers

カカオは加工されてチョコレートになるか？ 短：Yes.
１ Is cacao made into chocolate? 長：Yes, it is.

なぜガーナの多くの子どもたちは農場で働か 短：To help their families.
２ なければならないのか？ 長：They have to work on cacao

Why do many children in Ghana have farms to help their families.
to work on cacao farms?

なぜカカオ農園の労働者は貧しいのか？ 短：Because cacao is sold at a low
３ Why are many cacao farm workers price.

poor? 長：They're poor because cacao is sold
at a low price.

ガーナのすべての子どもたちは学校に行ってい 短：No.
４ るか？ 長：No, they don't.

Do all children in Ghana go to school?

何がこれらの問題を解決することができるか？ 短：Fair trade.
５ What can solve these problems? 長：Fair trade can.

フェアトレードのチョコレートを買えば何が
6 起こるか？

長：More money goes to the workers.
What happens if you buy fair trade
chocolate?
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【８】Questions and Answers

Questions Answers

カカオは加工されてチョコレートになるか？

１ Is cacao made into chocolate?

なぜガーナの多くの子どもたちは農場で働か

２ なければならないのか？

Why do many children in Ghana have
to work on cacao farms?

なぜカカオ農園の労働者は貧しいのか？

３ Why are many cacao farm workers
poor?

ガーナのすべての子どもたちは学校に行ってい

４ るか？

Do all children in Ghana go to school?

何がこれらの問題を解決することができるか？

５ What can solve these problems?

フェアトレードのチョコレートを買えば何が
6 起こるか？

What happens if you buy fair trade
chocolate?
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【９】穴なし穴埋め問題

Ghana a lot of cacao. It’s into chocolate.
Many cacao farm workers are very because cacao
is at a low price. They work, but they can’t make
enough to live. They work under “unfair”
conditions.

Many in Ghana have to work on farms help
their families. Some of them have been to school.

Fair trade can these problems. If you fair
trade chocolate, more goes to the workers. Your
shopping choices can a difference.

【１０】穴なし穴埋め問題 B

Ghana produces a of cacao. It’s made into
chocolate. Many cacao farm are very poor cacao
is sold at a price. They work hard, but they make
enough money to live. They work under “unfair”.

Many children in Ghana have to on farms to
help their. Some of them have never to school.

Fair trade can solve these. If you buy fair
trade chocolate, more money to the workers.
Your shopping can make a difference.



- 80 -

Mr. Ishidaの楽しい（つもりの）英語学習プリント ２０１７

【１１】単語の練習

(1) 貧しい ( ) (2) 売られる (2) ( )★

(3) ～なので ( ) (4) 十分な ( )★ ★

(5) 子どもたち ( ) (6) 問題 ( )★ ★

(7) ～に行ったことがない (4) ( )★

(8) これらの ( ) (9) もっと多くの ( )★ ★

【１２】《次回のテストリハーサル》次の日本語を英語になおして、教科書でチェックしよう。

(1) ガーナはたくさんのカカオを生産しています。 ２５／２８点 を目指そう。

Ghana produces ( ) cacao.

(2) それは加工されてチョコレートになります。

It's ( ) ( ) chocolate.

(3) カカオは低い価格で売られるので、多くのカカオ農園の労働者はとても貧しいです。

Many cacao farm ( ) are ( )

( ) cacao ( ) ( ) at a low price.

(4) 彼らは一生懸命働きますが、生きていくのに十分なお金を稼ぐことができません。

They work hard, but they can't ( ) ( ) money ( ) live.

(5) 彼らは不公平な状況の下で働いているのです。

They work under "unfair" conditions.

(6) ガーナの多くの子どもたちは彼らの家族を手伝うために農場で働かなければなりません。

Many ( ) in Ghana have to work on farms ( ) help their ( ).

(7) 彼らの中には学校に１度も行ったことがない子どもたちもいます。

( ) of them ( ) ( ) ( ) ( ) school.

(8) フェアトレードはこれらの問題を解決することができます。

Fair trade can solve ( ) ( ).

(9) もしあなたがフェアトレードのチョコレートを買えばより多くのお金が労働者のものになります。

( ) you buy fair trade chocolate, ( ) money ( ) to the workers.

(10) あなたの買い物の選択が変化をもたらすのです。

Your ( ) choices can ( ) a ( ).

【１３】《応用問題》次の日本語を英語になおしなさい。

(1) あなたは宿題を終える十分な時間がありますか？

Do you have ( ) ( ) ( ) ( ) your homework?

(2) 彼女はイチゴでジャムを作った。

She ( ) the strawberries ( ) jam.
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Unit 3 [3] 確認テスト

制限時間 ３分

教科書３８ページ

３年９組（ ）番 氏名（ ）

【１】日本語の意味に合うように( )に適語を入れて英文を完成しなさい。

(1) ガーナはたくさんのカカオを生産しています。

Ghana produces ( ) cacao.

(2) それは加工されてチョコレートになります。

It's ( ) ( ) chocolate.

(3) カカオは低い価格で売られるので、多くのカカオ農園の労働者はとても貧しいです。

Many cacao farm ( ) are ( )

( ) cacao ( ) ( ) at a low price.

(4) 彼らは一生懸命働きますが、生きていくのに十分なお金を稼ぐことができません。

They work hard, but they can't ( ) ( ) money ( ) live.

(5) 彼らは不公平な状況の下で働いているのです。

They work under "unfair" conditions.

(6) ガーナの多くの子どもたちは彼らの家族を手伝うために農場で働かなければなりません。

Many ( ) in Ghana have to work on farms ( ) help their ( ).

(7) 彼らの中には学校に１度も行ったことがない子どもたちもいます。

( ) of them ( ) ( ) ( ) ( ) school.

(8) フェアトレードはこれらの問題を解決することができます。

Fair trade can solve ( ) ( ).

(9) もしあなたがフェアトレードのチョコレートを買えばより多くのお金が労働者のものになります。

( ) you buy fair trade chocolate, ( ) money ( ) to the workers.

(10) あなたの買い物の選択が変化をもたらすのです。

Your ( ) choices can ( ) a ( ).

／２８点

Mr. Ishidaの楽しい（つもりの）英語学習プリント ２０１７



- 82 -
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Unit 3 [3]

Fair Trade Event Read and Think 1 予習の手引き

教科書３８ページ

農場 労働者

選択 ちがい

貧しい （価格が）低い

十分な、必要なだけの 不公平な、不当な

買い物（用）の ～で…を作る

～するのに十分な… 変化をもたらす

worker(s) ワーカー(ズ) ○・

make ～ into … メイク イントゥー

shopping ショッピン ○・

enough … to ～ イナフ トゥー

choice(s) チョイス ○

difference ディファランス ○・

farm ファーム ○

low ロウ ○

enough イナフ ・○

unfair アンフェア ・○

make a difference メイカ ディファランス

poor プア ○


